
ロードバイクレンタルジャパン利用

規約

以下の使用条件と免責事項を注意深くお読みください。

レンタル条件

本規約に同意されない場合は、当社の製品およびサービスまたはウェブサイト (以下「サイト」といいます) を使用することはできません。

ロードバイクレンタルジャパン（以下RBRJ）のレンタルバイク、レンタル用品、レンタルサービスを利用することにより、お客様は本利用規
約に同意したものとします。

1. バイクレンタルとグループライドのスケジュール

1.1 すべての人（以下「借受人」）は、RBRJのレンタルバイク及び関連商品とサービス（以下「レンタル」）を利用する前に、RBRJの「同意
書及び免責事項、並びに自発的な危険負担の引受け」（以下「同意書」）を受諾しなければならないものとします。

1.2 RBRJは、安全上の理由から、予告なしに自転車および機材のレンタルおよびグループライドのルート、料金および出発時間（手配）
を追加、撤回、代替、および/または変更する権利を留保します。しかし、合理的な努力により、広告通りの手配を維持します。

1.3 すべてのレンタル業者は、レンタル開始前にRBRJが身分証明書のコピーを取ることを承認します。これは通常、店舗で直接行われ
ますが、事前に電子メールで送信することも可能です。

1.4 全てのレンタル者は、レンタル品の紛失、盗難、破損に伴う費用を回収するため、RBRJが指定したクレジットカードに日本の現行推
奨小売価格で請求することを承認するものとします。

2. 自転車レンタルのチェックインと配達

2.1 すべての借用者は、借用者の予約確認書に記載された借用時間の少なくとも5分前までに、指定された受取場所に「受取」のために
到着する必要があります。この時刻を過ぎて到着された場合、RBRJの裁量により、遅延、スケジュール変更又はキャンセルがなされる
場合があり、その際、返金は行われません。賃借人が予約条件を満たすよう、あらゆる合理的な努力をします。レンタルバイクの引き渡

しができない場合、RBRJはレンタル料金を請求することができます。

2.2 自転車及び用具は、レンタル期間終了後5分以内に所定の返却場所に返却しなければなりません。返却が遅れた場合、RBRJは料
金を請求する権利を有します（最低料金は当該自転車及び機材のレンタル時間1時間分です）。

2.3RBRJ は、RBRJが自転車及び機器（又はその一部）を迅速又は全く配達しなかったことによるいかなる損失又は損害にも責任を負
わないものとします。

https://roadbikerentaljapan.com/pages/deed


3.参加資格

3.1 利用者は、購入証明書と写真付き身分証明書（現在の出身国のパスポート）を提示することができること。レンタル者は、18歳以上で
あり、健全な精神状態であり、健康であることが必要である。サイクリストが未成年の場合、親または保護者が未成年者のレンタルおよ

びサイクリングを許可する必要があります。

3.2 自転車メーカーの保証書には、自転車および機器の最大重量制限を定めているものがあります。レンタルされる方の体重は、メー
カーの規定値以下である必要があります。レンタサイクル利用者は、ロードバイクの運転が可能かどうか、日本の道路や市街地でロード

バイクを運転できるかどうか、審査を受ける必要がある場合があります。

3.3 すべての借受人は、「同意書および免責事項、ならびに任意による危険負担の引受書」（以下「同意書」といいます）に署名する必要
があります。この契約書は、レンタルサービスを開始する前に必ずお読みいただき、同意していただいた上で、お客様にご署名いただく

必要があります。

3.4 ハイヤー機器のすべてのリスクは、回収または配達時に借主に移転します。賃借人は、レンタル機器の保管に全責任を負い、レンタ
ル機器の損失、盗難又は損害について、賃借人の過失又は不作為に起因するか否かを問わず、上記の一般性を制限することなく、

RBRJに補償するものとします。借受人は、借受期間中のレンタル機器の使用に起因する人身事故または物損事故に関して、借受人ま
たはその他の者の過失、不作為に起因するか否かを問わず、すべての訴訟、手続、請求、損害、費用および経費について全責任を負

い、RBRJに免責を与えなければならない。

4.RBRJの参加拒否能力

4.1RBRJは、RBRJの絶対的な裁量により、その者が以前にハイヤーを購入したか否かにかかわらず、ハイヤーへの参加を拒否するこ
とができる。RBRJは、上記以外の理由又は契約書に含まれる条項の違反を理由としてハイヤーへの参加を拒否された場合、ハイヤー
に支払った代金を弁済します。また、本規約または契約書に同意されない場合、購入されたハイヤーはキャンセルされ、払い戻されま

す。

5. お客様の責任

(i) ハイヤー機器がその目的に適していることをピックアップ時に確認すること

(ii) ハイヤー機器を安全に、その意図する用途にのみ、道路交通法又はその他適用される法律に厳格に従い、全ての関連する安全装
備を使用し、RBRJが助言するかハイヤー機器に付属する指示にしたがって、運転すること。日本国内では自転車用ヘルメットの着用は
義務ではありませんが、RBRJは全てのサイクリストにヘルメットの着用を強くお勧めします。借受人が日本国内で承認されたヘルメット
をお持ちでない場合、RBRJは借受人にレンタル中に使用するヘルメットを供給します。

(iii) ハイヤー機器に乗車中、ヘッドホン、カメラ、電話、携帯音楽機器、ポケットベルを使用しないこと。

(iv) ハイヤー機器およびその操作に関するすべての労働衛生安全法を遵守すること。

(v) ハイヤー機器を自己の所有および管理に留め、レンタル契約の利益を譲渡せず、ハイヤー機器に対する先取特権を有さないこと。

(vi) ハイヤー機器を改造したり、追加したり、ハイヤー機器にある識別マーク、プレート、番号を汚したり、消したり、その他の方法でハイ
ヤー機器に支障を与えないこと。



(vii) 機械的故障又は事故の全状況を直ちに電話又は郵便でRBRJに通知すること。賃借人は、このような通知をすることによって、レン
タル機器の保護義務を免れるものではありません。

(viii) 解約の際、借受人は借受装置を全ての部品及び付属品と共に、納入時のように清潔で良好な状態で返却すること。

(ix) RBRJ の従業員の指示及び指示に従うこと。また、他の借受人の迷惑となる行為又はRBRJ従業員が安全かつ確実に借受処理を
行う能力を妨害してはならないものとします。

6.画像の使用

6.1RBRJは、賃借人への事前の通知又は賃借人への補償金の支払いなしに、賃借人の表示及び購入を含むいかなる目的のためにも
賃借人を撮影したいかなる写真も作成、使用及び複製する権限を有しています。RBRJは、通常、賃借人の写真を使用する場合、礼儀と
して賃借人にその許可を求めます。

7.支払条件

7.1 本サイトに掲載されている価格はすべて日本円で、10％の消費税は含まれていません。価格は、予告なく変更されることがありま
す。

7.2 ハイヤーの購入は、譲渡不可であり、購入証明書に記載された特定のハイヤーサービスおよび／または製品に固有のものです。

7.3 予約されたレンタル時間は、当初のレンタル日の24時間前までしか変更できず、別の利用可能な時間または日付にのみ変更できま
す。機器の種類、レンタル開始時間、レンタル期間の短縮、または借受人の身元を変更することはできません。ロードバイクレンタルジャ

パンは、レンタルの購入時に予約手数料を請求する権利、及びRBRJが許可した場合に購入の変更を行う際に事務手数料を請求する
権利を留保します。

7.4 全てのレンタル料は、RBRJが事前に同意しない限り、オンライン又は予約時に前払いしなければなりません。

7.5RBRJは、購入された製品又はサービス、及びお客様のアカウントによって、又はアカウントに関連して発生する追加金額（税金及び
遅延損害金を含む）を、お客様のクレジットカードに請求することができます。お客様は全ての料金を適時に支払い、全ての料金の支払

いのために有効なクレジットカードを当社に提供する責任を負います。

8.キャンセル及び返金

8.1RBRJがその絶対的な裁量により、安全上の理由又はその他の理由の如何にかかわらず、いつでもハイヤーをキャンセルすると決
定した場合には、ハイヤーは進行しません。

8.2 ハイヤーが進行しない場合、RBRJは、ハイヤーの都合によりハイヤーのスケジュールを変更し、ハイヤーを再販する第三者（以下
「リセラー」）を通じて購入した場合にはハイヤーに返金券を発行し、又はハイヤーに支払った代金を払い戻す権利を有しますが、それ以

外の場合には、ハイヤー中止に関するいかなる損失又は損害（旅行費用又はその他の出費を含む）に対してもRBRJは責任を負わない
ものとします。販売代理店を通じて購入された商品の場合、販売代理店は、返金クーポンを利用し、借主に弁済する責任を負います。

8.3 本規約に基づくか又はRBRJ が書面で同意した場合を除き、レンタル料は払い戻しできません。払い戻しが許される場合は、RBRJ
からレンタル品を購入した個人又は再販業者に対してのみ行われるものとします。



8.4 払い戻しを行う際、RBRJは予約の管理に関連する費用に充てるため、金額を保持することができます。

9.ロードバイクレンタルジャパンの責任

9.1 すべての借受人は、「同意書および責任の放棄、ならびに危険の自主的な引受」（以下「同意書」）のフォームに署名する必要があり
ます。この契約書は、レンタルサービスを実施する前に、賃借人が読み、確認し、同意し、署名する必要があります。

10.リセラー

10.1 リセラーが販売、予約又はその他の取引を行う場合、リセラーは、リセラーの不実表示、契約違反又は過失の結果、RBRJが被る
いかなる損失、損害又は費用についても、RBRJを補償するものとする。

11. 一般

11.1 本利用規約に賃借人、個人、団体または当事者への契約に関する参照は、自然人、企業、パートナーシップ、アソシエイト、アソシ
エーションまたはその他の法人を含みます。

11.2 この契約において、当事者が複数の人から成るものである場合には、これらの者は、この雇用契約及び条件、共同及び連帯に拘
束されるものとする。

11.3 1つのグループに複数の借受人（13.1に定義）がいる場合、グループの主催者の責任において、グループのすべてのメンバーが
RBRJの利用規約を理解し、同意することを確認する必要があります。グループ主催者は、グループ内の各メンバーの氏名、連絡先、運
転免許証またはパスポートの詳細をロードバイクレンタルジャパンに提供する責任を負います。RBRJのレンタルバイク、レンタル用品、
サービスを利用することにより、グループ予約のメンバー全員がこの利用規約に同意したことになります。

11.4 これらの条件のいずれかの条項が無効または執行不能とされている場合、そのような条項は打たれ、残りの規定は法の下で最大
限に適用されるものとします。

11.5RBRJが本条件の権利又は規定を行使しなかったとしても、RBRJが書面で承認し同意しない限り、かかる権利又は規定を放棄した
ことにはならないものとします。

11.6 この利用規約はRBRJによって随時変更されることがあります。そのような変更は、RBRJのウェブサイトに掲載された時点で直ち
に有効となります。RBRJのレンタルバイク、機器、サービスを利用する前に、定期的に、そしていかなる場合でも、利用規約の変更を確
認することはあなたの責任です。変更に同意されない場合は、RBRJのレンタルバイク、機器、サービスをご利用にならないでください。
あなたがレンタルバイク、機器、サービスを利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなされます。

サービスのウェブサイトの利用規約

このウェブサイトはロードバイクレンタルジャパンによって運営されています。本サイトでは、「私たち」、「私たち」、「私たち」という用語は、

ロードバイクレンタルジャパン（Road Bike Rental Japan）を指します。RBRJは、本サイトから利用可能なすべての情報、ツールおよび



サービスを含む本サイトを、ここに記載されたすべての条件、方針および注意事項に同意されたユーザーであるお客様に対して提供しま

す。

当社のサイトを訪問し、または当社から何かを購入することにより、お客様は当社の「サービス」に関与し、以下の条件（「サービス条

件」、「条件」）に拘束されることに同意するものとし、ここで参照されるおよび/またはハイパーリンクによって利用可能なそれらの追加の
条件およびポリシーを含む。本利用規約は、ブラウザ、ベンダー、顧客、マーチャント、および/またはコンテンツの投稿者であるユーザー
を含むがこれに限定されない、本サイトのすべてのユーザーに適用されます。

当社ウェブサイトへのアクセスまたは使用の前に、これらの利用規約を注意深くお読みください。本サイトのいかなる部分であっても、ア

クセスまたは使用することにより、お客様は本利用規約に拘束されることに同意したものとみなされます。本利用規約のすべての条項に

同意されない場合は、当ウェブサイトへのアクセスやサービスの利用をお控えください。本利用規約が申し出とみなされる場合、受諾は

本利用規約に明示的に限定されます。

現在のストアに追加された新しい機能またはツールも、本利用規約に従うものとします。利用規約の最新版は、このページでいつでも確

認することができます。当社は、当社のウェブサイトに更新および/または変更を掲載することにより、これらの利用規約のいかなる部分
も更新、変更または置換する権利を留保します。お客様は、ご自身の責任において、本ページに記載されている内容を定期的にご確認く

ださい。変更の投稿に続くウェブサイトの継続的な使用またはアクセスは、それらの変更を受け入れることを構成します。

当社のストアはShopify Inc.でホストされています。彼らは私達があなたに私達のプロダクトおよびサービスを販売することを可能にする
オンライン電子商取引のプラットホームを私達に与える。

セクション 1-オンラインストアの用語

お客様は、本利用規約に同意することにより、お客様が居住する州または地域において成人年齢に達していること、またはお客様が居

住する州または地域において成人年齢に達しており、お客様の未成年の扶養家族が本サイトを使用することを当社に許可したことを表

明するものとします。

お客様は、当社製品を違法または不正な目的のために使用してはならず、また、本サービスの使用において、お客様の法域におけるい

かなる法律（著作権法を含みますが、これに限定されません）にも違反してはならないものとします。

お客様は、ワーム、ウイルス、または破壊的な性質を持つコードを送信してはならないものとします。

本規約のいずれかに違反した場合、お客様の本サービスは直ちに終了します。

セクション 2-一般的な条件

当社は、いつでも、いかなる理由でも、誰に対してもサービスを拒否する権利を留保します。

お客様は、お客様のコンテンツ（クレジットカード情報を含みません）が暗号化されずに転送され、（a）様々なネットワーク上での転送、（b）
接続するネットワークやデバイスの技術的要件に適合させるための変更、に関わる可能性があることを理解するものとします。クレジット

カード情報は、ネットワーク上で転送される際、常に暗号化されます。

お客様は、当社の書面による明示的な許可なく、本サービスのいかなる部分、本サービスの利用、本サービスへのアクセスまたは本

サービスが提供されるウェブサイト上の連絡先をも複製、複写、コピー、販売、再販または利用しないことに同意するものとします。

https://www.shopify.com/jp/free-trial/3r-newh?term=shopify&adid=566070247150&campaignid=15433369599&branded_enterprise=1&BOID=brand&gclid=EAIaIQobChMIjYWx6Pnb-QIVTLGWCh1zawU8EAAYASAAEgJVLvD_BwE&cmadid=516585705;cmadvertiserid=10730501;cmcampaignid=26990768;cmplacementid=324494758;cmcreativeid=163722649;cmsiteid=5500011


本規約で使用される見出しは、便宜上のみ記載されており、本規約を制限したり、その他の影響を与えたりするものではありません。

セクション 3-情報の正確性、完全性、適時性

本サイトで利用可能な情報が正確、完全または最新でない場合、当社は責任を負いません。本サイト上の資料は、一般的な情報提供の

みを目的としており、主要な、より正確で、より完全な、またはよりタイムリーな情報源に相談することなく、意思決定の唯一の根拠として

依拠または使用するべきではありません。本サイトの資料へのいかなる信頼も、お客様ご自身の責任において行われるものとします。

本サイトには、特定の歴史的情報が含まれている場合があります。歴史的な情報は、必ずしも最新ではなく、お客様の参考のためにの

み提供されています。当社は、本サイトの内容をいつでも変更できる権利を留保しますが、本サイト上のいかなる情報も更新する義務を

負いません。お客様は、ご自身の責任において当サイトの変更を監視することに同意するものとします。

セクション 4-請求とアカウント情報の正確性

当社は、お客様が当社に行ったいかなる注文も拒否する権利を留保します。当社は、独自の判断により、一人当たり、一世帯当たり、ま

たは一回の注文当たりの購入数量を制限または取り消すことができます。これらの制限には、同一の顧客アカウント、同一のクレジット

カード、および/または同一の請求先住所および/または配送先住所を使用する注文が含まれる場合があります。当社が注文を変更また
はキャンセルする場合、当社は、注文時に指定された電子メールおよび/または請求先住所/電話番号に連絡することにより、お客様に通
知するよう努めることがあります。当社は、当社の独自の判断により、販売店、再販業者またはディストリビューターが行ったと思われる

注文を制限または禁止する権利を留保します。

お客様は、当店で購入されたすべての商品について、最新かつ完全で正確な購入情報およびアカウント情報を提供することに同意する

ものとします。お客様は、当社がお客様の取引を完了し、必要に応じてお客様に連絡できるように、お客様の電子メールアドレス、クレ

ジットカード番号および有効期限を含むアカウントおよびその他の情報を速やかに更新することに同意するものとします。

詳しくは、返金に関するポリシーをご覧ください。

セクション 5-オプションツール

当社は、当社が監視も管理もしない第三者のツールへのアクセスをお客様に提供する場合があります。

お客様は、当社が、いかなる種類の保証、表明または条件もなしに、またいかなる承認もなしに、かかるツールへのアクセスを「現状のま

ま」かつ「利用可能な状態で」提供することを認め、これに同意するものとします。当社は、お客様による第三者のオプションツールの使

用に起因または関連して生じるいかなる責任も負わないものとします。

本サイトを通じて提供されるオプションツールの使用は、すべてお客様自身のリスクと裁量で行うものとし、お客様は、関連する第三者の

プロバイダが提供するツールの条件をよく理解し、承認していることを確認するものとします。

https://globalwheels-japan.com/pages/faq


また、当社は、将来、ウェブサイトを通じて新しいサービスおよび/または機能（新しいツールやリソースのリリースを含む）を提供する可能
性があります。そのような新しい機能および/またはサービスも、本利用規約に従うものとします。

セクション 6-サードパーティのリンク

当社のサービスを通じて利用可能な一部のコンテンツ、製品およびサービスには、第三者からの資料が含まれる場合があります。

本サイトの第三者リンクから、当社とは関係のない第三者のウェブサイトへ移動することがあります。当社は、第三者の資料やウェブサイ

ト、または第三者の資料、製品、サービスについて、その内容や正確さを調査したり評価したりする責任を負わず、また保証もしません

し、責任も負いません。

当社は、第三者のウェブサイトに関連して行われる商品、サービス、リソース、コンテンツ、またはその他の取引の購入または使用に関

連するいかなる損害または被害に対しても責任を負いません。取引を行う前に、第三者の方針と慣行を注意深く確認し、理解するように

してください。第三者の製品に関する苦情、クレーム、懸念、または質問は、当該第三者に直接行ってください。

セクション 7-ユーザーのコメント、フィードバック、その他の投稿

当社の要請により、お客様が特定の提出物（例えばコンテストの応募作品）を送付した場合、または当社の要請なしに、オンライン、電子

メール、郵送、その他の方法により、お客様が創造的なアイデア、提案、企画、その他の資料（総称して「コメント」）を送付した場合、当社

はいつでも、制限なく、お客様が当社に転送したコメントを編集、複写、出版、配布、翻訳、その他あらゆるメディアで利用できることに同

意するものとします。当社は、(1)コメントの機密保持、(2)コメントに対する補償、(3)コメントに対する返答の義務を負わないものとします。

当社は、当社の単独の裁量により、違法、攻撃的、脅迫的、中傷的、ポルノ的、わいせつ、その他好ましくないと判断したコンテンツ、また

は当事者の知的財産もしくは本利用規約に違反するコンテンツを監視、編集または削除することができますが、その義務はありません。

お客様は、お客様のコメントが、著作権、商標権、プライバシー、人格権、その他の個人的または財産的権利を含む、第三者のいかなる

権利も侵害しないことに同意するものとします。さらに、お客様は、お客様のコメントに誹謗中傷や違法、罵倒、わいせつなものが含まれ

ないこと、本サービスや関連ウェブサイトの運営に何らかの影響を与える可能性のあるコンピュータウイルスやその他のマルウェアが含

まれないことに同意するものとします。お客様は、偽の電子メールアドレスを使用したり、自分以外の人になりすましたり、コメントの出所

について当社または第三者を誤解させるようなことをしてはなりません。お客様は、ご自身の行うコメントとその正確さについて単独で責

任を負うものとします。当社は、お客様または第三者が投稿したコメントについて、いかなる責任も負わないものとします。

第8条個人情報

ストアを通じて個人情報を提出することは、当社のプライバシーポリシーに準拠しています。当社のプライバシーポリシーを表示するには

以下を参照してください:

プライバシーポリシーの表示 >

https://globalwheels-touring-and-road-bike-rental.myshopify.com/pages/globalwheels-privacy-policy


セクション 9-エラー、誤りと不作為

時折、当社サイトまたは本サービスにおいて、製品説明、価格、プロモーション、オファー、製品配送料、輸送時間および入手可能性に関

連する誤植、不正確な情報または脱落を含む情報が存在する場合があります。当社は、本サービスまたは関連ウェブサイトの情報が不

正確な場合、事前の通知なくいつでも（お客様が注文を提出した後を含みます）、誤り、不正確性または脱落を訂正し、情報を変更または

更新し、注文を取り消す権利を留保します。

当社は、法令に基づく場合を除き、本サービスまたは関連ウェブサイト上の情報（価格情報を含みますが、これに限られません）を更新、

修正または明確にする義務を負わないものとします。本サービスおよび関連するウェブサイトに適用される特定の更新日または更新日

は、本サービスおよび関連するウェブサイト上のすべての情報が変更または更新されたことを意味するものではありません。

セクション 10-使用禁止

本サービス利用規約に規定されている他の禁止事項に加えて、本サイトまたはそのコンテンツを使用することは禁じられています:(a) 不
法な目的のために;(b) 不法な行為に対して他者を勧誘し、又は参加すること。(c) 国際、連邦、州または州の規制、規則、法律、または
地方の条例に違反すること。(d) 当社の知的財産権または他者の知的財産権を侵害し、または侵害すること。(e) 性別、性的指向、宗
教、民族、人種、年齢、国籍、または障害に基づいて、嫌がらせ、虐待、侮辱、危害、中傷、誹謗、非難、脅迫、または差別を行うこと。(f)
虚偽または誤解を招く情報を提出すること。(g) 本サービスの機能または操作、または関連するウェブサイト、他のウェブサイト、またはイ
ンターネットに影響を与えるいかなる方法においても、ウィルスまたはその他の種類の悪意のあるコードをアップロードまたは送信するこ

と。(h) 他人の個人情報を収集または追跡すること。(i) スパム、フィッシング、薬学、口実、クモ、クロール、またはこすり。(j) わいせつま
たは不道徳な目的のため;(k) 本サービスまたは関連ウェブサイト、その他のウェブサイト、またはインターネットのセキュリティ機能を妨げ
る、または回避するため。当社は、本サービスまたは関連ウェブサイトの使用を終了し、禁止されている用途に違反する権利を留保しま

す。

セクション 11-免責事項または保証;責任の制限

当社は、お客様による当社サービスの利用が中断されないこと、タイムリーであること、安全であること、またはエラーが発生しないことを

保証、表明、または保証しません。

また、当社は、サービスの使用から得られる結果が正確であること、または信頼できるものであることを保証しません。

お客様は、当社が随時、お客様に通知することなく、無期限にサービスを削除し、またはサービスを取り消すことができることに同意する

ものとします。

お客様は、本サービスの使用または使用不能がお客様の単独の責任であることに明示的に同意するものとします。本サービスおよび本

サービスを通じてお客様に提供されるすべての製品およびサービスは、（当社が明示的に記載した場合を除き）お客様の使用のために

「現状のまま」かつ「利用可能」に提供され、明示または黙示を問わず、商品性、商品品質、特定目的への適合性、耐久性、権利、および

非侵害に関するすべての黙示保証または条件を含むいかなる表明、保証または条件もないものとします。

いかなる場合においても、ロードバイクレンタルジャパン、当社の取締役、役員、従業員、関連会社、代理人、契約者、インターン、サプラ

イヤー、サービスプロバイダーまたはライセンサーは、いかなる損傷、損失、請求、またはいかなる種類の直接、間接、付随、懲罰、特別

または結果的損害（利益の損失、収益の損失、節約、データの損失、交換費用または契約、（過失を含む）不法行為を基にするかどうか

に限らず、これに対して責任を負うことはない。本サービスまたは本サービスを通じて調達された製品の使用から生じる、または本サービ

スまたは製品の使用に何らかの形で関連するその他の請求（コンテンツのエラーまたは脱落、本サービスの使用の結果として生じるい



かなる種類の損失または損害、または投稿、送信、またはその他の本サービスを通じて利用可能になったいかなるコンテンツ（または製

品）、たとえその可能性について知らされたとしても、に限られません）の厳格責任またはその他のいかなる契約に基づくものであっても、

いかなる種類の損失または損害。また、本サービスをご利用になったことにより生じたいかなる損害についても、たとえその可能性につ

いて知らされていたとしても、当社は一切責任を負いません。

セクション 12-補償

お客様は、お客様が本利用規約またはそれらが参照により組み込まれる文書に違反したこと、または法律もしくは第三者の権利を侵害

したことに起因して第三者からなされる、妥当な弁護士費用を含むいかなる請求または要求からも、ロードバイクレンタルジャパンおよび

当社の親会社、子会社、関連会社、パートナー、役員、取締役、エージェント、契約者、ライセンサー、サービスプロバイダー、下請業者、

サプライヤー、インターンと社員を補償し保護し害のない状態に保つことに同意するものとします。

セクション 13-分離

本サービス利用規約のいずれかの条項が違法、無効または執行不能であると判断された場合には、そのような条項は適用法によって

許容される最大限の範囲において強制力を持つものとし、執行不能部分は本サービス利用規約から切断された場合、その決定は、他の

残りの規定の有効性および執行力に影響を及ぼさないものとします。

セクション 14-終端

終了日前に発生した当事者の義務および負債は、あらゆる目的のために、本契約の終了後も存続するものとします。

本利用規約は、お客様または当社のいずれかによって終了されない限り、有効です。お客様は、当社サービスの利用を希望しない旨を

当社に通知することにより、または当社サイトの利用を停止することにより、いつでも本利用規約を終了させることができます。

お客様が本利用規約のいずれかの条項または規定を遵守しなかった場合、または遵守しなかったと当社が判断した場合、当社はまた、

通知なしにいつでも本契約を終了させることができ、お客様は終了の日まで、および終了の日を含むすべての支払いに責任を負い、およ

び/またはそれに応じて当社のサービス（またはその一部）へのお客様のアクセスを拒否することができるものとします。

セクション 15-全体の合意

当社が本利用規約の権利または規定を行使または執行しなかったとしても、かかる権利または規定を放棄したことにはならないものとし

ます。

本利用規約および当社が本サイト上または本サービスに関して掲示したポリシーまたは運用規則は、お客様と当社との間の完全な合意

および理解を構成し、お客様と当社との間の口頭または書面を問わず、過去または現在のあらゆる合意、コミュニケーションおよび提案

（利用規約の以前のバージョンを含みますが、これに限りません）に優先して、お客様の本サービスの使用を規定するものです。



本利用規約の解釈におけるいかなる曖昧さも、起草当事者に不利に解釈されないものとします。

第16条 (準拠法)

本サービスの利用規約および当社がサービスを提供する別の契約は、日本国法に準拠して解釈されるものとします。

セクション 17-サービス規約の変更

お客様は、このページでいつでも利用規約の最新版を確認することができます。

当社は、当社の単独の裁量により、当社のウェブサイトに更新および変更を掲載することにより、本利用規約のいかなる部分も更新、変

更または置換する権利を留保します。お客様は、当社のウェブサイトに変更がないかどうか定期的に確認する責任を負います。本利用

規約の変更の掲載後、お客様が当社ウェブサイトまたは本サービスを継続して使用またはアクセスされた場合、それらの変更に同意さ

れたものとみなします。

セクション 18-連絡先情報

本利用規約に関するご質問は、info@roadbikerentaljapan.com までお寄せください。


